
相談は無料です。秘密は守られますので、ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。
※３日（火・祝）～５日（木・祝）の開催はありません。相談時間は、昼休みを除きます。5月の各種相談5月の各種相談

日　時日　時相談内容相談内容 場　所場　所 担　当担　当

総合労働相談
気仙沼公共職業安定所内

（東新城）
相談用電話：41-6725

宮城労働局企画室
tel：022-299-8834

月曜日から
　金曜日まで

市政・一般相談 市役所市民相談室 市民相談室
tel：22-3411

月曜日から
　金曜日まで

9:00 ～ 16:30

登記相談 市民相談室
tel：22-3411

行政・人権相談 市民相談室
tel：22-3411

20 日（金） 10:00 ～ 12:00

  12 日（木）唐桑地域行政・人権相談 唐桑総合支所２階会議室 唐桑総合支所総務企画課
tel：32-452010:00 ～ 12:00

本吉地域人権相談 本吉保健福祉センター「いこい」本吉総合支所総務企画課
tel：42-2973

９日（月）

9:30 ～ 11:30

本吉地域行政相談 本吉総合支所総務企画課
tel：42-29739:30 ～ 11:30

青少年相談 市青少年育成支援センター
青少年相談室（旧河北新報社ビル３階）

市青少年育成支援センター
tel：24-0766   fax：25-7812

月曜日から
　金曜日まで 10:00 ～ 16:00

生活相談 本吉老人福祉センター
※必要に応じ電話相談などを実施

社会福祉協議会本吉支所
tel：42-2231毎週月曜日 9:30 ～ 11:30

年金相談 石巻年金事務所
tel：0225-22-5118

8:30 ～ 17:15

8:45 ～ 17:00

高齢者福祉・介護、
生活相談

市地域包括支援センター
（市ワン・テン庁舎２階）

市地域包括支援センター
tel：22-6600   内線 418

8:30 ～ 17:00月曜日から
　金曜日まで

暮らしの困りごと
（行政書士）相談 市役所市民相談室17 日（火） 10:00 ～ 12:00 市民相談室

tel：22-3411

家庭児童相談 市役所子ども家庭課 子ども家庭課
tel：22-6600  内線 4439:00 ～ 16:00

月曜日から
　金曜日まで

消費生活相談
（契約・多重債務など） 市役所市民相談室 市商工課

tel：22-34379:00 ～ 16:00
月曜日から
　金曜日まで

弁護士相談 市役所市民相談室 市民相談室
tel：22-3411

10 日（火）
11:00 ～ 15:30※定員８人、申し込み

　は２日（月）から

夫やパートナーからの
暴力（DV）相談

市男女共生推進室
tel：22-6600  内線 3349:00 ～ 17:00月曜日から

　金曜日まで
市役所内
相談専用電話：24-5988

個人債務者の私的整理
に関する相談会 市役所市民相談室

一般社団法人個人版私的整理
ガイドライン運営委員会宮城支部
tel：022-212-3025

※相談時間は予約
　の際にご確認く
　ださい。※要予約

ふれあい（福祉・生活）
相談 気仙沼市社会福祉協議会 社会福祉協議会

tel：22-0709月・火・水・金曜日 9:00 ～ 15:00

23 日（月）

月曜日から
　金曜日まで ＮＴＴ気仙沼ビル１階

11 日（水）
25 日（水）

９日（月）

９日（月） 10:00 ～ 12:00 市役所市民相談室

市役所ワンテン庁舎交流室 B

本吉保健福祉センター「いこい」
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じどうかん・ｉｎｆｏじどうかん・ｉｎｆｏ ～５月のおでかけ児童館～～５月のおでかけ児童館～

■日時／５月 19 日（木）午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
■場所／市民健康管理センター すこやか
■内容／「友だちつくろう」
　　　　　パネルシアターの上演、歌遊び　など
■対象／乳幼児親子
■問い合わせ先／古町児童館 tel：23-4648     赤岩児童館  tel：22-6879

　児童館では、市内の施設を会場に遊びの活動を行っています。また、市内の児
童館は乳幼児親子から高校生まで自由に遊べる施設です。ぜひお気軽にご利用く
ださい。 今月の行事今月の行事

◆気仙沼図書館

■問い合わせ先／
　気仙沼図書館　　　　　tel:22-6778
　気仙沼図書館唐桑分館　tel:25-7845
　本吉図書館　　　　　　tel:42-4785

図書館図書館 だだ りりよよ
♪♪ ♪

こうさくあそび 14 日（土） 10:30～ 「ぴゅんぴゅん鳥」を作ります。幼児～小学校低学年

布おもちゃくらぶ 21 日（土） 14:00～15:00
フェルトで「ステーキ肉とケチャップ」を作り
ます。持ち物は予約時にお知らせします。

一般：定員５名
（要申込）

赤ちゃんとプレママの
おはなし会 25 日（水） 10:30～ 絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊びなど。０～３歳児と保護者、

妊娠中の方

おはなし会 21 日（土） 10:30～ 絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊びなど。幼児～小学校低学年

幼児には保護者が付き添ってください。
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【開館時間】　各館とも平日は午前９時から午後７時まで、土・日曜日は午前９時から午後５時まで
【休 館 日 】　各館毎週月曜日、３日（火・祝）～５日（木・祝）、26 日（木）

開館時間・５月の休館日開館時間・５月の休館日

イベントイベント 日　時　など日　時　など 対　象対　象 内　容 内　容 

幼児～小学校低学年
：先着 10 名

15:00～16:00おはなしたまてばこ
【おりがみ】

11 日（水） 「ふくろう」を折ります。時間内いつでも参加
できますが、材料がなくなり次第締め切ります。

◆本吉図書館　～５月のまんぼう王国～
イベントイベント 日　時日　時 対　象対　象 内　容内　容

イベントイベント 日　時日　時 対　象対　象 内　容内　容
◆唐桑分館　　～５月のおはなしたまてばこ～

インターネット
セキュリティー教室

20 日（金） 10:00～ インターネットを安全に使うための教室です。
ｉＰａｄも使って楽しく学びましょう。
講師：トレンドマイクロ社スタッフ

インターネット初心
者、シニア：定員20名

（要申込）
場所：中央公民館会議室
申込先：中央公民館（22-6760)

【一般】
●「カラダよろこぶオイルおにぎり」
／神田依理子著

●「ツリーハウスを作りたい」
　／ツリーハウス倶楽部編
●「サブマリン」／伊坂幸太郎著
【児童】
●「やっぱりこういうときどうする
んだっけ」 

　／辰巳渚著、朝倉世界一まんが
●「ツバメ観察記」
　／考森まさひで文・写真

かん   だ      え      り      こ

い   さか こう    た    ろう

たつ   み   なぎさ あさ くら    せ   かい  いち

こう もり

く      ら      ぶ

おりがみ教室 28 日（土） 14:00～15:00 「おいしいものシリーズ」を折ります。小学生

一般：定員５名
（要申込）

9:00～12:00ちぎり絵教室 18 日（水）
新聞紙を使って季節のちぎり絵はがきを作ります。
持ち物は予約時にお知らせします。

気仙沼図書館 新着図書新着図書
かん    さん  じゅん

　毎日をつまら
なく感じたり、
何をするのも面
倒くさかったり
したときにパラ
パラめくってほ
しい一冊です。 

気仙沼市図書館職員による【中
高生へ贈る図書館おすすめの50
選2016】にも選ばれた著書。50
選のブックリストは各図書館で
配布中です。ぜひご利用ください。

君に伝えたいこと／姜尚中著 【一般】
●「『暮らしの手帖』と私」
　／大橋鎭子著
●「電力自由化がわかる本」
　／木舟辰平ほか著
●「タマゴマジック」／恩田陸著
【児童】
●「いまこそ知りたい！みんなで学ぶ
日本国憲法１」 

　／明日の自由を守る若手弁護士の会著
●「おおふじひっこし大作戦」
　／塚本こなみ文、一ノ関圭絵

おお  はし しず    こ

おん   だ     りく

つか もと

き    ふね しん  ぺい

いち    の   せき  けい

本吉図書館
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